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Deep fried organic vegetables charcoal powder coating of leek with pecorino

有機野菜のチャコールベーニェ　ペコリ―ノ

薪火で炙った馬肉のタルタルステーキ

Marinated seafood

シーフードマリネ

Horse tartar steak roasted by wood fired grill

Buffalo chicken wing    blue cheese dip

バッファローチキンウィング　ブルーチーズディップ　

※You can also order the a la carte memu.

※アラカルトのご注文もできます。

　Appetizers　

Today's fresh oyster

　Weekend lunch course　

ジャンボシュリンプカクテル　ホースラディッシュソース

Jumbo shrimp cocktail    horseradish sauce

本日のフレッシュオイスター2p　

Today's baked oyster

本日のベイクドオイスター2p　

Ceser salad of organic Romaine lettuce from the contract farms

有機ロメインレタス　シーザーサラダ

　Please choose one appetizer ＋ one main + one dessert ＋cofee or tea　　

前菜から1品、メインから1品、デザートから1品、            
コーヒー 又は 紅茶をお選びいただけます。

　Weekend　Lunch　Menu　

(Soup   Appetizer    one main   dessert    coffee  or  tea)

（スープ、前菜１品、メイン1品、デザート1品、コーヒー 又は 紅茶）　
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※Please ask our staff,  upgrade your steak.

※お肉のアップグレードは、スタッフまでお尋ねください。

Sirloin steak - Tottori prefecture Wagyu　”Oleic55”

　Fish　

Rosted Yonezawa pork loin meat "pizzaiola"

米澤豚ロース　ピッツァイオーラ　180g

Made in US black Angus beef  USDA prime tenderloin 　　

ブラックアンガス牛 USDAプライム テンダーロイン 150g

Paiyar   Chicken breast meat  with   vinedloo paste

大山鶏モモ肉グリル　ビンダルウペースト　200g

Fried fishburger Japanese style 

　Sandwiches  /  Hamburgers　

Itarian sandwich - prosciutto, mozzarella cheese and tomato

BLT hamburger   smoked bacon   lettuce   tomato   lean beef  and  wagyu beef patty

USDA prime rib eye steak sandwich - BBQ sauce, lettuce and onion

フライドフィッシュバーガー和風仕立て　

 　Pasta　 

イタリアンサンド　プロシュート　モッツァレラ・チーズ　トマト

Fettucine of  whole wheat flour   meat sauce of black hair Japanese Cattle

全粒粉の手打ちフェットゥチーネ　黒毛和牛のボロネーゼ　

BLTハンバーガー 燻製ベーコン レタストマト 赤身と和牛の粗挽きパティ150g

USDAリブアイステーキサンド　BBQソース　レタス　トマト

Main

鳥取和牛オレイン55　サーロインステーキ　100g

After aging at low temperature, bring out  umami and softness  we bake fragrantly with firewood fire.

低温熟成させてから、旨味と柔らかさを引き出したお肉を薪火で燻しながら、香ばしく焼き上げます

Made in US black Angus beef  USDA prime ribiyeroll  　　

ブラックアンガス牛 USDAプライム リブアイステーキ 200g　

Today's  pasta

本日のパスタ

Today's  fish

本日の魚料理

　Meat　

ダイスカットオニオンとブラックアンガス牛のハンバーグ 200g 　

Dice cut onions   and    Black Angus beef hamburger steak



Espresso  Colombia

エスプレッソ   コロンビア

Coffee Organic blend

コーヒー オーガニック　ブレンド （HOT/COLD）

Caffe latte Colombia

カフェラッテ コロンビア （HOT/COLD）

Cafe au lait Brazil　Fezenda　IBIPORA

カフェオレ ブラジル　イビポラ農園 （HOT/COLD）

Cappuccino Colombia

カプチーノ コロンビア

Tea  or  Harb tea Mighty-leaf San Francisco

紅茶 又は ハーブティ　 マイティリーフ　サンフランシスコ

ROYAL　ASSAM　ESTATE Mighty-leaf San Francisco

ロイヤルアッサムエステート マイティリーフ　サンフランシスコ

Iced  peach ginger tea Mighty-leaf San Francisco

アイスピーチジンジャーティ マイティリーフ　サンフランシスコ

※表示価格に、消費税８％を加算致します。

　Organic　coffee　＆　tea　

Semifred of pistachio with fruits

ピスタチオのセミフレッド　フルーツ添え

Affogato of vanilla gelato

バニラジェラートのアッフォガート　　

Panna cotta with Pear compote

パンナコッタと梨のコンポート

Pecan pie

ピーカンナッツ・パイ

Fig tart

イチジクのタルト

Tiramisu 

北海道産マスカルポーネのティラミス　

　Desserts　
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